2019 年 8 月 30 日
会員各位
（一社）日本アルミニウム協会

「2019 中国アルミフォーラム」のご案内
「2019 中国アルミフォーラム」(第 17 回)が
今年も中国有色金属工業協会の主催により、
開催されます。本年の開催地は山東省・青島市です。当協会は招待され、開会式で髙﨑副
会長がスピーチをします。また、今年も「中国アルミウィーク」と題して、例年の「中国
アルミフォーラム」に加え、「汎太平洋アルミ産業サミット」「アルミ製錬用カーボン・副
資材セミナー」も開催されます。
中国国内を始め、世界各国からも多くの業界関係者が参加するため、会員の皆様のネッ
トワークづくりにも役立つ集まりです。皆様の積極的な参加申し込みをお待ちしておりま
す。（昨年は雲南省・昆明市で開催、約 30 名の協会関係者が参加。）
フォーラムの開催日時等、概要は下記のとおりですが、詳細につきましては、別添のプ
ログラムをご参照ください。
お申し込みは 10 月 11 日（金）までに、別紙の申込書にご記入の上、事務局小安までメ
ールまたは FAX にてお願いいたします。

記
(１)日

程：11 月 12 日（火）～11 月 15日（金）
※12 日は終日参加登録
13 日は参加登録及びアルミ協会主催の会員懇談
会14 日～15 日：フォーラム（詳細は別紙参照）

（２）会

場：中国 山東省青島市 Shangri-La Hotel Qingdao（青島香格里拉大飯店）
住所：青島市香港中路 9 号
電話：86-532-8388-3838 FAX：86-532-8388-6868
URL：http://www.shangri-la.com/jp/qingdao/shangrila/

（３）参加料： 10 月 11 日（金）迄の申込 ： US$1,200 （早期割引）
10 月 12 日（土）以降の申込： US$1,400

（４）宿泊料： City Wing Deluxe Grand Room

980 人民元／1 泊

City Wing Deluxe Twin Room

1080 人民元／1 泊

City Wing Executive Suite

2500 人民元／1 泊

Valley Wing Executive Room

1680 人民元／1 泊

（５）参加料・宿泊料のお支払について：
参加料は、後日フォーラム運営者の安泰科(Antaike)より、参加申込書にご記入い
ただいた住所に請求書が送付されますので、各参加者におかれましてお支払いく
ださい。宿泊料は各自宿泊先にてご精算ください。

（６）申込締切：10 月 11 日（金）までに事務局

小安までメールまたは FAX にて

（７）申込書類：「参加申込書」1 枚

（８）会員懇談会：11 月 13 日（水）19：00～
19:00 から会員を対象にアルミ協会主催の懇談会を開催いたします。
（会場等の詳細は別途ご案内）

【お申込・お問合せ】
（一社）日本アルミニウム協会 小安
FAX：０３－３５３８－０２３３
TEL：０３－３５３８－０２２１
E-mail : k-koyasu@alkyo.jp

2019 中国アルミフォーラム
2019 年 11 月 12 日（火）～11 月 15 日（金）

山東省・青島市

主 催：中国有色金属工業協会（China Nonferrous Metals Industry Association: CNIA）
共 催：Chinalco
企画運営：安泰科（Beijing Antaike Information Development Co., Ltd : Antaike）
協 賛：国際アルミニウム協会（IAI）、日本アルミニウム協会
会 場：Shangri-La Hotel Qingdao（青島香格里拉大飯店）

開会挨拶（予定）
・ 陳全訓 CNIA 会長
・ Ron Knapp 国際アルミニウム協会専務理事
・ 髙﨑完二 日本アルミニウム協会副会長 他
参 加 料
・ 10 月 11 日（金）迄の申し込み
US$ 1,200（早期割引）
・ 10 月 12 日（土）以降の申し込み
US$ 1,400
※参加申し込みについては、昨年同様、協会にて参加登録、宿泊予約を代行します。

プレゼンテーション（予定）（11 月 13 日） ※発表や内容は変更することがあります。
・ 2020 年の中国経済の展望（未定）
・ 中国のアルミ産業の高度発展のための方法（CNIA）
・ 中国のグリーン製造システム（中国工業情報化部）
・ Chinalco
・ 世界のアルミ市場（BOCI）
・ 北米におけるアルミの生産と消費動向（HARBOR）
・
・
・
・
・
・

Alcoa
Rio Tinto
Hydro
中東のアルミ産業の現状（EGA）
中国のアルミ消費（安泰科）
2020 年の中国のアルミナ・アルミ市場の予測（安泰科）
（その他発表は、現在調整中）

中国アルミウィーク日程
11 月 12 日
（火）

14：00－20：00

11 月 13 日（水）

9：00－22：00
参加登録
9：00－18：00
アルミ製錬用カーボン・副資材セミナー
注)19:00 より別室にて会員を対象に日本アルミニウム協会主催の
会員懇談会を開催いたします。

参加登録

11 月 14 日
（木） 中国アルミフォーラム
09：00－12：00
フォーラム開会式、フォーラム
13：30－17：30
フォーラム
汎太平洋アルミ産業サミット
18：00－21：30
汎太平洋アルミ産業サミット ビジネスビュッフェ

11 月 15 日
（金） 汎太平洋アルミ産業サミット
【CEO 対話セッション】
09：00－10：00
アルミ原料資源戦略
（Chinalco、SPIC、宏橋集団、Alcoa、Rio 他）
10：00－11：00
アルミ新地金戦略
（雲南アルミ、信発集団、Rusal、Hydro 他）
11：00－12：00
アルミ圧延戦略
（東北軽合金、中国忠旺、Novelis、Aleris 他）
【技術・設備セッション】
14：00－15：00
環境保護と産業の進化
（中国環境保護部、CNIA、Rio Tinto 他）
15：00－16：00
アルミ産業の技術と設備
（Chinalco、中国忠旺、NEUI 他）
【投資・貿易セッション】
16：00－17：00
産業ファンドとサプライチェーンファイナンス
（Yidian、Weiqiao Finfac、QME 他）
17：00－18：00
先物、トレード、ファイナンシング
（上海先物取引所、香港証券取引所、安泰科 他）

